２

学

(1) 小

校

紹

学

校

介

新山小学校

〒015-0014
由利本荘市石脇字山ノ神11
TEL:0184-22-1420 FAX:24-2260

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/shinzan-es/
E-mail：sinzan-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
さわやか新山
【研究主題】

～おもいやる子

かんがえる子

きたえる子～

確かな力が育つ学びの創造
～学ぶ喜びが実感できる授業を目指して～

【経営の重点】
(1) 子どもを中心に据えた「子どもが主役」となる学校づくり
(2) 豊かな人間性を育む教育活動の充実
(3) 確かな学力の定着を図る学習指導の充実
(4) 健康で安全・安心な学校づくり
(5) 開かれた学校づくりと積極的な情報発信

校

長：菅原耕悦

教

頭：加藤敏光・髙野宏明

職員数：60名

教員数：41名

児童数：800名 学級数：30
【これまでの主な業績と実績】
H25 青少年読書感想文全国コンク
ール学校賞，学校緑化コンク
ール県教育長賞
H26 男子4×100Mリレー県大会優勝
・全国大会出場，学校緑化コ
ンクール県知事賞
H27.3.2 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 いのちの教育あったかエリア
事業，由利本荘市北ブロック
授業実践研究会公開

【特色ある教育活動】
(1) 気づく心・がまんする心・親切にする心を育む「気づきの清掃」
(2) 「あいさついっぱい」「花いっぱい」「歌いっぱい」の学校
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 先人の業績に関心をもち，地域に対する誇りや愛情を育む学習 ～くらしを高めるねがい 砂地に植林を～
(2) 保育園や老人福祉施設での活動を通して，自己有用感を育む学習 ～広げようあたたかい心～

鶴舞小学校

〒015-0885
由利本荘市水林
TEL:0184-22-1422 FAX:22-1423

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/tsurumai-es/
E-mail：tsurumai-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
「学び・生活・心」が自立する子供の育成
【研究主題】

よりよい自分を求めて自ら学び，高め合う子供の育成

～習得したことを活用して，思考力・判断力・表現力を高める単元開発～

【経営の重点】
(1) 子供たちが生き生き活動し，成長を実感できる学校
(2) わくわく分かる授業の研究と実践を大事にする学校
(3) 子供・保護者・教師が共に満足感をもつことができる学校

校

長：米

持

隆

司

教

頭：須

藤

一

喜

職員数：44名

教員数：29名

児童数：412名 学級数：17
【これまでの主な業績と実績】
H23 第4回小島かはたれ子ども俳
句ｺﾝｸｰﾙ 「学校賞」受賞
H24 本荘由利発明工夫展学校表彰
受賞
H24 秋田県学校安全表彰受賞
H25 140周年記念式典・集会
H26 県学力向上フォーラム会場校
H26 国立教育政策研究所教育課程
研究指定校事業（～H28）
H27.3.31 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定

【特色ある教育活動】
(1) 学力向上を目ざした国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業の継続研究
(2) コミュニティ・スクールを生かし，地域住民を巻き込んだあいさつ運動を積極的に展開
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域の伝統や特色などを学ぶ総合的な学習
～お宝発見！わたしたちの由利本荘市，自然・文化・
すてきな場所～
(2) 米作りにチャレンジ！ライスフェスティバルを成功させよう

- 12 -

尾崎小学校

〒015-0074
由利本荘市桜小路1
TEL:0184-24-1236 FAX:24-1237

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/ozaki-es/
E-mail：ozaki@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
のぞみ豊かに
【研究主題】

たくましく

ともに伸びよう

尾崎の子

確かな学力を獲得する子どもの育成

【経営の重点】
(1) 「ことばの力」を高め，
「確かな学力」の獲得を図る学習活動の推進
(2) 一人一人に正対し，人間関係を大切にした学級・学年経営の充実
(3) 「豊かな心」を育てる道徳教育の充実とキャリア教育の推進
(4) 自主的活動を通した自己肯定感の育成

校

長：打

矢

敏

昭

教

頭：小

松

浩

一

職員数：44名

教員数：30名

児童数：537名

学級数：20

【これまでの主な業績と実績】
H23 創立２０周年記念式典
H24 男子８０ＭＨ全国大会出場
H25 家族のきずな三行詩コンクー
ル厚生労働大臣賞受賞
H26 学力向上フォーラム会場校と
して，全学級で授業提示
H26.12.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 男子走り高跳び・走り幅跳び
全国大会出場

【特色ある教育活動】
(1)日本の伝統文化のよさを発見したり，礼儀作法の大切さに気付いたりする和文化体験活動（琴・お茶）
(2)自主性や協調性，思いやりの心を育てる縦割り活動（5・6年生が72の縦割り班の活動を企画・運営）
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域の歴史や伝統・文化を受け継ぐふるさと教育～めざせ！本荘はかせ～
(2) 日本や世界の人・文化と触れ合う教科・総合的な学習～体験・発見！日本と世界の文化・職業～

子吉小学校

〒015-0041
由利本荘市薬師堂字堂ノ下93-2
TEL:0184-24-2990 FAX:24-2991

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/koyoshi-es/
E-mail：koyosi-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
心豊かで
【研究主題】

たくましく

進んで学習する子どもの育成

共に学び合い，確かな学力を身につけていく子どもの育成

【経営の重点】
(1) 子どもの意欲と主体性の向上
(2) 知・徳・体の調和のとれた子どもの育成
(3) 指導力の向上と協働による学校の活性化
(4) 開かれた学校づくりと家庭・地域との連携・協力の推進

校

長：板垣

弘勝

教

頭：須田

金義

職員数：23名

教員数：15名

児童数：181名

学級数：9

【これまでの主な業績と実績】
H22 人権啓発活動事業「人権の
花」運動実施校
H23 人権ビデオ作文感謝状受賞
H24 東ブロック公開授業研究会
H25 子吉の伝統漁法「追い込み漁」
の体験
H26 高橋宏幸賞感想文感想画コン
クール
H27.2.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 東ブロック公開授業研究会

【特色ある教育活動】
(1) 地域人材を活用した各種体験活動の充実
(2) 地域交流と地域発信（ふるさと教育，キャリア教育に基づく活動，各種情報発信）
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域の自然，産業，歴史等を学ぶ「生活科」・「総合的な学習」の推進～発見！発見！由利本荘～
(2) 郷土の自然を知り，保全していこうとする環境教育の推進～みつめよう！ ふるさと 守ろう！
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ふるさと

小友小学校

〒015-0063
由利本荘市館前字後田20
TEL:0184-22-4017 FAX:22-4071

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/otomo-es/
E-mail：otomo-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
美しい心
【研究主題】

よい学び

つよい体の小友の子

主体的に学び，共に高まり合う子どもの育成

【経営の重点】
(1) 思いやりの心と豊かな心を育てる教育活動の充実
(2) 確かな学力の定着を図る学習指導の充実
(3) 地域に開かれた・地域に信頼される学校づくり

校

長：戸賀瀬

晃

久

教

頭：菊

謙

二

地

職員数：20名

教員数：14名

児童数：119名

学級数：7

【これまでの主な業績と実績】
H26 小島かはたれ子ども俳句コンクール学校賞受賞,科学ゆめ
絵画全国展入賞,由利本荘市誕生１０周年記念小中学生に
よる標語・作文コンクール標語の部最優秀賞受賞
H27.3.2 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H28 読書感想画中央コンクール入選〈奨励賞）, 科学ゆめ絵画
全国展入選〈奨励賞）

【特色ある教育活動】
(1) あいさつ日本一をめざす「あいさつ運動」
(2) 全職員によるＴＴ，専科指導
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域のよさに気付く，感じ取る，考える総合的な学習～小友のひみつ調べ隊～
(2) 小友の歴史とこれからの自分～ぼくらの未来予想図～

石沢小学校

〒015-0086
由利本荘市館字六角167
TEL:0184-29-2341 FAX:29-2342

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/ishizawa-es/
E-mail：isizawa-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
心豊かにたくましく, 自ら学ぶ子どもの育成
【研究主題】

進んで学び，共に高め合う子どもの育成

【経営の重点】
(1) 学校教育目標を具現化する教育課程の編成と運用
(2) 心豊かで、たくましい心と体の育成
(3) 自ら学ぶ力の育成
(4) 地域とともにある学校づくり

校

長：山

本

暢

三

教

頭：本

間

光

幸

職員数：19名

教員数：12名

児童数：73名

学級数：8

【これまでの主な業績と実績】
H19 コカコーラ環境教育主催者賞
受賞（ホタル研究）
H22 青少年読書感想文全国コンク
ールサントリー奨励賞受賞
H23 まなび・ふれあい充実事業
H24 小・中連携いきいきスクール
事業(～H25)
H24 由利本荘市授業実践研究会
公開
H27.3.31 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定

【特色ある教育活動】
(1) 「対話」を生かした石沢型指導過程の実践
(2)「親子読書の日」（毎月23日）の活動の継続
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 石沢小伝統のホタル研究及び集団疎開に因む「絆の茂里」学習の継続と深化
(2) ふるさと学習に特化したクラブ活動の実践
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矢島小学校

〒015-0411
由利本荘市矢島町城内字八森６
TEL：56-2069 FAX：55-2721

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/yashima-es/
E-mail：yasima-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】心豊かで，たくましく，自ら学ぶ子どもの育成
～ やさしい子，しんぼう強い子，すすんでまなぶ子

～

【研究主題】豊かなかかわりを通して，主体的に学ぶ子どもの育成
～「解釈し表現する力」を育てる指導～
【経営の重点】
(1) 確かな学力の定着と主体的に学ぶ子どもの育成
(2) 豊かな心をはぐくむための「キャリア教育」と「ふるさと教育」の推進
(3) 「地域と共に，地域のための」コミュニティ・スクールの推進
(4) 全校で取り組み，地域センターとしての役割を果たす特別支援教育

校

長：横

田

宏

教

頭：阿

部

亨

職員数：22名

教員数：13名

児童数：176名

学級数：6

【これまでの主な業績と実績】
H24.9.13 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H25 創立１４０周年記念式典
H25 女子走り幅跳び・走り高跳
び全国大会出場
H25 県・東北・全国ＰＴＡ連合
会団体表彰
H26 国民文化祭感想画ｺﾝｸｰﾙ文
部科学大臣賞受賞
H27 ひまわりソング完成
H27 「元気な由利の郷づくり」
表彰

【特色ある教育活動】
(1) コミュニティ・スクールの使命 「地域力を活かした学校支援，学校力を活かした地域づくり」
(2) 『感動・教育・絆』を目指す，「ひまわりプロジェクト」の推進
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 全校みんなで取り組む地域活性事業「ひまわりプロジェクト」
(2) 地域人材を活用し，日本と地域の伝統を受け継ぐ「クラブ活動」「和文化教室」

岩城小学校

〒 018-1215
由利本荘市岩城赤平字新鶴巻4
TEL：62-5030 FAX：74-2229

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/iwaki-es/
E-mail：iwaki-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
夢と希望をもち，目標に向かってチャレンジする子ども
～ いきいき わくわく きらきら 岩城の子 ～
【研究主題】自ら考え，ともに学び合う子どもの育成

校

長：金

教

頭：進

利
藤

亨

職員数：29名

教員数：15名

児童数：240名

学級数：10

【これまでの主な業績と実績】
H26 開校
H26.10.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H26 市北ブロック授業実践研究会公開
H27 学校図書館教育研究大会公開

【経営の重点】
(1) 「地域を愛し、地域から愛される」コミュニティ・スクールの学

校づくり
(2)いきいき笑顔：心身ともに健康で、笑顔あふれる子どもの育成
(3)わくわく学ぶ：好奇心をもち、自ら学ぶ子どもの育成
(4)きらきら働く：夢と希望をもち、みんなのために働く子どもの育成
【特色ある教育活動】
(1) いきいき笑顔大作戦：あいさつチャレンジデー（あいさつ10,000回に挑戦）
(2) わくわく学ぶ大作戦：学び合い、生かし合うアクティブ･ラーニングの実践
(3) きらきら働く大作戦：米作り（田植え・かかし作り・稲刈り・おにぎり作り）プロジェクト
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域の方々とふれ合い、学び合い、お互いを生かし合うふるさと教育の実践
(2) 道川・亀田・松ヶ崎の歴史や伝統文化を大切にした教育活動の推進
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紀

由利小学校

〒015-0341
由利本荘市前郷字金神110
TEL:0184-32-8171 FAX:53-2013

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/yuri-es/
E-mail：yuri-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
人間性豊かで
【研究主題】

知性に富み

たくましく生きる子どもの育成

自ら考え、進んで伝え合う子どもの育成

～コミュニケーション能力を高める英語・外国語活動の指導の工夫を通して～

【経営の重点】
(1) 豊かな心を育む指導の充実
(2) 確かな学力の定着を図る学習指導の充実
(3) 小学校英語科と中学年外国語活動の研究推進
(4) 開かれた学校づくりの推進

校

長：畠

山

教

頭：小

番

隆
雅

和

職員数：26名

教員数：17名

児童数：218名

学級数：10

【これまでの主な業績と実績】
H19 文部科学省委託事業小学校英
語活動自主公開研究会を開催
H22 全国読書感想文コンクール・
発明工夫全国展に推薦
H23 秋田県学校図書館協議会
本荘由利大会を開催
H24 科学ゆめ絵画全国展入賞
H26 由利本荘発明工夫展学校表彰
H26.12.25 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 英語教育強化地域拠点事業ﾌﾟ
ﾚ公開研開催

【特色ある教育活動】
(1) 保護者と連携した「返事・あいさつ・後始末」運動の推進
(2) 英語教育強化地域拠点事業３年目の実践
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 米づくりを通して学ぶ由利地域の先人の努力と知恵
(2) 異年齢や地域の人との関わりを深め，地域の一員であることを実感する「ゆりっこタイム」

西目小学校

〒018-0604
由利本荘市西目町沼田字新屋下37-1
TEL：33-2305 FAX：33-3513

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/nishime-es/
E-mail：nisime-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
ふるさとに学び，自分の生き方を真剣に考える子どもの育成
～生活・学び・心の自立～
【研究主題】

学びの自立をめざして
～主体的・協働的な学びを求めて～

【経営の重点】
「伸びようたくましく！ 前進しようアクティブに！」
(1) 「生活の自立」を目指し，自他に問う力・コントロールする力の育成
(2) 「学びの自立」を目指し，問題解決力・主体的協働的に学ぶ力の育成
(3) 「心の自立」を目指し，思いやりとたくましさの育成

校

長：織

田

羽衣子

教

頭：髙

橋

義

明

職員数：31名 教員数：20名
児童数：333

学級数：13

【これまでの主な業績と実績】
H20 女子400Ｍリレー全国出場
H23 ミュージカル公演
H24 文部科学省委託研究
全国陸上大会男子100Ｍ第５位

H25 全国陸上大会男子走高跳出場
H26 140周年記念事業
由利本荘市誕生10周年記念作文最優秀賞

種苗交換会学校農園展県教育長賞

H26.12.25 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 全国陸上出場(400R・ソフトボール)
県よい歯の学校表彰（優良賞）

【特色ある教育活動】
(1) 「言葉を磨く」ことば集会や俳句づくりの活動
(2) 高校生と共に学習活動の展開（2年生活科で野菜作り・600人で60体のかかしづくり）
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 「もっと知りたい，受け継ぎたい，そして誇ろう西目の町を」をテーマにしたふるさと学習
(2) 幼稚園・中学校・高等学校・地域の方々との学校づくり ～校種一体型コミュニティースクール構想～
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鳥海小学校

〒015-0504
校
由利本荘市鳥海町上川内字西野14-1
TEL:0184-27-6311 FAX:57-2700 教

長：佐

藤

弘

之

頭：東海林

慶

孝

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/chokai-es/
E-mail：chokai-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数：22名

教員数：12名

児童数：139名

学級数：7

【学校教育目標】

【これまでの主な業績と実績】
H25 開校
学校支援地域本部事業
市授業実践公開研究会
市Ｐ連研究集会開催
H26 県ＰＴＡ連合会団体表彰
学校支援地域本部事業
全国陸上大会女子走幅跳出場
国民文化祭「獅子舞ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」
オープニング出演
H26.12.25 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 和文化教育全国大会:ｱﾄﾗｸｼｮﾝ参加
H27 子ども伝承芸能発表事業：天神あやとり発表
H28 2016ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ(ｽｷｰ)出場

【研究主題】

きらり輝く 鳥海の子ども
明るく かしこく たくましく

自分を表現し，共に学び合う子どもの育成

【経営の重点】
(1) 校舎の特徴を踏まえた小中の更なる連携の強化と，地域の教育力と教育
素材活用の推進
(2) 一人一人に確かな力をつけるための授業改善と，自分の思いや考えを伝
え合う学習活動の充実
(3) まわりから認められ，自分らしさを発揮し，存在感をもって活動できる
学校・学級づくり
(4) 学校開放を進め，祖父母参観日及び年２回のフリー参観日を設定

【特色ある教育活動】
(1) 鳥海小・中の「つながり・かかわり」を密にした９年間の教育課程の編成と運用
(2) 地域に伝わる民俗芸能の体験活動を通したふるさと鳥海に誇りをもった児童の育成
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 「人・もの・こと」との関わりを深める豊かな体験活動を通し，地域のよさや地域の一員であることの誇り
を実感する教育活動の推進
(2) 地域に伝わる民俗芸能の体験活動を取り入れた総合的な学習の時間の展開

〒015-0201

東由利小学校

由利本荘市東由利法内字宮ノ前243

TEL：69-2500

FAX：69-2501

校

長：森

教

頭：佐々木

茂

樹
豊

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/higashiyuri-es/
E-mail：higashiyuri-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数： 21名

教員数：11名

児童数：123名

学級数：7

【学校教育目標】

【これまでの主な業績と実績】
H23 開校
遠藤章博士との交流
保健安全実践活動優秀校
H24 県よい歯の学校表彰優秀賞
保健安全実践活動優秀校
市社会福祉大会表彰(募金活動)
H25 県よい歯の学校表彰優秀賞
H26 県よい歯の学校表彰優秀賞
H26.12.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 県よい歯の学校表彰優秀賞

夢いだき

花を咲かそう

東由利の子

【研究主題】 進んで学び合い，確かな学力を身に付けた子どもの育成
～学ぶ楽しさ・分かる喜びを実感する授業づくりを目指して～
【経営の重点】
(1) 知の花を咲かせる授業改善の推進
共通実践による実感を伴った理解ができる授業づくり
(2) 創造の花を咲かせる学習活動や体験の工夫（夢の実現・目標達成）
(3) 絆の花を咲かせる諸活動の展開（あいさつ・思いやり・地域連携）

【特色ある教育活動】
(1) 継続的なたてわり活動による，リーダー性の育成と自己有用感の醸成
(2) ９年間を見通した小中連携事業の充実（授業参観交流，合同駅伝大会，小中教員研修会 等）
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域の活性化への貢献，地域の文化や先人の業績を学ぶ学習 ～学習発表会での発信～
(2) 地域諸団体との連携による自然体験活動 ～「山遊庭の森」体験教室
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岩谷小学校

〒018-0711
由利本荘市岩谷町字十二柳２
TEL：65-2220 FAX：65-3928

長：菅

原

淳

一

教

頭：岡

田

良

勝

職員数：28名

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/iwaya-es/
E-mail：iwaya-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp

児童数：174名

【学校教育目標】

教員数：15名
学級数：９

【これまでの主な業績と実績】

い いきいき生きる
【研究主題】

校

わ わくわく学ぶ

や やさしくかかわる

岩谷の子ども

自ら考え，主体的に学び合い高め合う子どもの育成

～子どもたちが思考を深める「かかわり合い（対話）」を通して～
【経営の重点】
(1) チーム岩谷の総力を挙げて，岩谷ブランドの教育を実践する。
い：夢の実現をめざして自分自身を鍛え，努力する力の育成（成長保証）
わ：課題意識をもって主体的に探究し，発信できる力の育成（学力保証）

H23 全県少年少女陸上大会
男子走り幅跳び優勝
こどもホタレンジャー優秀賞
H24 人権の花指定校 第４１回教
育展望セミナーで研究発表
H25 由利本荘市授業実践研究会
保健安全実践活動優秀校表彰
H26 県人権標語コンテスト最優秀
賞（人権擁護委員連合会長賞）

や：お互いを尊重し合える集団と個々のコミュニケーション能力の育成（満足保証） H26.7.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
(2) 地域の素材・人材を生かした特色ある学習活動を通して，学び方と
H27 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ熟議(11.13)
生き方（自己指導能力）を育てる。
【特色ある教育活動】
(1) 家庭や地域との連携による基本的な生活習慣やコミュニケーションの仕方育成の推進（ＤＡＫＯ作戦）
(2) 個別の課題を共有し，連携して育てる特別支援教育の充実
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域本部事業を活用した地域との連携による体験活動の推進（必修クラブ活動，読み聞かせボランティア，稲作体験学習等）
(2) 地域の自然，産業，歴史・伝統，人を学ぶ教科領域横断的な教育課程の推進

大内小学校

〒018-0855
由利本荘市松本字小及位野78
TEL:0184-66-2010 FAX:66-2092

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/ouchi-es/
E-mail：ouchi-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
人とかかわり和をつなぎ
【研究主題】

自らの可能性を伸ばす

大内の子ども

校

長：

佐々木

教

頭：

齋藤

教員数：14名

児童数：124名

学級数： 8

【これまでの主な業績と実績】
H28 開校
H28.4.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定

【経営の重点】
(1) 子どもと学校・家庭・地域が一緒になって創る新生大内小の学校行事
(2) 言葉の力を育み，主体的に学ぶ授業づくり
(2) 豊かな心を育み，自主性や社会性を育てる体験活動の重視
(3) 健やかな心と体を育み，温かな人間関係や支え合う集団づくり
【特色ある教育活動】
(1) 学校緑化・菜園活動等の勤労・体験的な活動を通した地域交流とキャリア教育の推進
(2) ＮＩＥを生かした情報収集，思考力や表現力の育成
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勉

職員数：23名

学びを「つなぐ」子どもの育成を目指して
～「分かった」「できた」を実感できる指導の工夫～

【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域みんなで取り組む地域づくり推進事業「大内小さつきプロジェクト」
(2) 大内地域の伝統文化を継承する体験的な学習（長坂稲荷神社梵天祭）

照子

(2) 中

学

校

本荘北中学校

〒015-0014
校
由利本荘市石脇字山ノ神11-304
TEL:0184-22-0321 FAX:23-2778 教

長：和

賀

頭：佐

藤

哲
晋

平

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/honkita-jh/
E-mail：honkita-jh@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数：47名

教員数：30名

生徒数：408名

学級数：17

【学校教育目標】

【これまでの主な業績と実績】
H21,22,23,24,25,26,27
｢保健安全実践活動優秀校｣受賞
H23 サッカー部
県総体準優勝 東北大会出場
H26.12.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 女子ソフトボール部
県総体優勝 東北大会準優勝
女子バレーボール部
県総体準優勝 東北大会出場
秋田県教育委員会指定

自主・協力・向上
【研究主題】お互いを思いやり，高め合い，確かな学力を身に付ける生徒の育成
～ 一人一人を伸ばす集団づくり ～
【経営の重点】
(1) 安全で安心できる学校
(2) 学びの場としての学校
(3) 成長の場としての学校
(4) 信頼に応える学校

「いのちの教育あったかエリア事業」

【特色ある教育活動】
(1) 三大行事（運動会、北中祭、合唱コンクール）を通した自己有用感の醸成
(2) 学業指導による学びに向かう集団づくり
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 夢や希望をもって自らの進路を切り拓くキャリア教育の推進
(2) 地域に学ぶ体験活動や職場体験を通し、地域の方々から生き方を学ぶ活動の推進

本荘南中学校

〒015-0885
由利本荘市水林466
TEL:0184-22-7153 FAX:22-7154

校

長：小

坂

晃

教

頭：板

垣

洋

U R L ：http//www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/honminami-jh/
E-mail：honminami-jh@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数：39名

【学校教育目標】
ゆたかにたくましく ～心ゆたかにたくましく生きる生徒の育成～

【これまでの主な業績と実績】
H24 全日本吹奏楽コンクール
東北大会銀賞
文部科学省委託，県指定「英
語授業改善プログラム地域拠
点事業」（～H25）
H25 全日本吹奏楽コンクール
東北大会銀賞
東北中学校総体 女子ソフト
ボール大会第３位
H26 県教委事業「学力向上フォー
ラム」授業提示校
H27.3.31 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定

【研究主題】

自ら学び 共にひらく 生徒の育成
～心をひらき 思いをひらき 学びをひらく～

【経営の重点】
(1) 豊かな感性と，苦しさに耐え抜く強い意思と実践力の育成
(2) 生徒指導の機能を生かした授業実践による，確かな学力の育成
(3) 一人一人が自己存在感，自己有用感をもてる集団づくりの推進
(4) 保護者・地域，関係機関との連携した学校づくりの推進

教員数：25名

生徒数：310名 学級数：13

【特色ある教育活動】
(1) 一人一人の学びを充実させるための教科面談の実施
(2) 自立的な家庭学習をめざした学習計画の作成
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域との出会いを通して生き方を考える総合的な学習の時間 ～「出会い」「つながり」「共に生きる」～
(2) 自然体験，社会体験から見えるふるさと ～ 宿泊研修，ボランティア活動，職場体験 ～
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本荘東中学校

〒015-0041
由利本荘市薬師堂字境橋77番地
TEL:0184-27-2311 FAX:27-2315

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/honhigashi-jh/
E-mail：honhigasi-jh@edu.city.yurihonjo.akita.jp
【学校教育目標】
心豊かに

たくましく

共に高まり合う生徒の育成

【研究主題】
確かな学力と心の教育の充実をめざして
～自らをみとめ、高める施策・実践を通して～

【経営の重点】
(1) 豊かな人間性と，たくましく生きる心と体の育成
(2) 確かな学力の育成
(3) 実践的な指導力を培う職員研修の充実
(4) 家庭と地域との連携を密にした信頼される学校づくり

校

長：三

浦

教

頭：安

齋

宏
好

一

職員数：47名

教員数：35名

生徒数：353名

学級数：17

【これまでの主な業績と実績】
H25 東北中学校柔道大会
男子73kg級 第１位
男子90kg超級 第１位
全国中学校柔道大会
男子90kg超級 第５位
H26 全国中学校人権作文コンテス
ト学校表彰
学力向上フォーラム
H27.3.2 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 創立１０周年記念式典
H27 東ブロック授業実践研究会

【特色ある教育活動】
(1)「確かな学力・心の教育・自己肯定感」をキーワードとした取り組み
(2)「真・善・美」に共感し，主体的に行動する生徒を育成する取り組み
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域の環境を生かした職場体験の実施
(2) 地域の人材・環境を生かした古代米アートの実践

矢島中学校

〒015-0404
校
由利本荘市矢島町七日町字助の渕1-4
TEL:0184-56-2062 FAX:55-2131 教

長：安

藤

頭：三

保

純
寛

司

U R L ：http//:www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/yashima-jh/
E-mail：yashima-jh@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数：21名

【学校教育目標】
「進んで学び，心豊かにたくましく生きる生徒の育成 」

【これまでの主な業績と実績】
H20 全県少年野球準優勝
H21 矢島中・高連携校竣工記念
式典
H21 全県少年野球準優勝
H22-24 ボランティア･スピリット
賞受賞
H26 全県総体卓球女子団体優勝
東北総体卓球女子団体準優勝
卓球女子団体全国大会出場
H27.2.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定

【研究主題】
確かな学力を身に付けた矢中生の育成
【経営の重点】
(1) 教育活動全体を通したキャリア教育の推進
(2) 確かな学力を身に付けるための学習指導の充実
(3) 礼節を重んじ，何ごとにも前向きに取り組む生徒の育成
(4) 地域を愛し，地域に愛される学校づくり
【特色ある教育活動】
(1) 中・高連携による学習指導・特別活動・地域貢献活動等の実践
(2) 地域の伝統文化を学ぶ三道教育（剣道・書道・茶道）
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) ＰＴＡ進路指導部が主体となって行う進路シンポジウム・職場体験学習
(2) 矢島茶会，矢島ひなめぐり等の地域ボランティア活動
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生徒数：107名

教員数：13名
学級数：4

岩城中学校

〒018-1305
校
由利本荘市岩城二古字向村20-1
TEL:0184-73-2212 FAX:73-3550 教

長：佐

藤

義

広

頭：齋

藤

敦

子

ＵＲＬ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/iwaki-jh/
E-mail：iwaki-jh@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数：25名

教員数：16名

生徒数：138名

学級数：7

【学校教育目標】
人間性を磨き，たくましく生きる生徒の育成

【これまでの主な業績と実績】
H26 本荘由利陸上競技大会
男子共通4×100mＲ 優勝
地区中学校総合体大会
野球 準優勝 県大会へ
県総体バドミントン大会
女子団体 優勝(２連覇)
男子複・女子複 優勝
全県少年野球大会
県大会２勝(３回戦進出)
H26.7.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 本荘由利中学校総合体育大会
野球優勝，バレーボール優勝

【研究主題】

学ぶ喜びを感じ，主体的に学び続ける生徒の育成
～対話的な学びの過程を工夫し，学びに向かう力を育む指導～

【経営の重点】
(1) 意欲的に学び，主体的に追究する力を育む学習指導の推進
(2) 和やかな心で接し，他と関わり合う力を育む生徒指導の推進
(3) 氣力で取り組み，新たな自分を創造する力を育む指導の推進
(4) 地域の力と心を生かし，開かれた学校づくりの推進

【特色ある教育活動】
(1) 岩中の三本柱「全校武道」「黙想の時間」「自問清掃」
(2) 自ら判断し行動する「ノーチャイム制」
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) ふるさとのよさを再認識しながら，自分自身の生き方を模索する体験活動
(2) 職業について考える職場訪問・職場体験活動 ～スプリングセミナー～

由利中学校

～地域探訪～

〒015-0341
校
由利本荘市前郷字根堀台39
TEL:0184-53-2526 FAX:53-3437 教

長：須

田

晃

司

頭：田

口

良

徳

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/yuri-jh/
E-mail：yuri-jhs@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数：23名

教員数：14名

生徒数： 97名

学級数：5

【学校教育目標】
自ら学び

【これまでの主な業績と実績】
H23 全国小中学校作文コンクール
ＪＲ賞（全国第４位）
H24 秋田県ソフト大賞 最優秀賞
H25 日本新聞協会「ＮＩＥ実践校」
H26 文部科学省指定「英語教育強
化地域拠点事業」（～H29）
ロボコン全国大会出場
H26.12.25 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 「NIE全国大会秋田大会」で
の英語公開授業(7.31)

【研究主題】

夢に向かい

心身を鍛える
主体的に学び

感性豊かな生徒の育成
互いに高め合う由利中生

【経営の重点】
(1) よりよい人間関係の醸成とキャリア教育を基盤とする教育活動の推進
(2) 主体的に学び合い，高め合う学習活動の充実～「学力の保障」
(3) 自己を鍛え，集団の向上を目指す活動の充実～「成長の保障」
(4) 開かれた学校づくり～家庭や地域との連携による「創立５０周年記念事
業」の推進と「ＣＳ」としての取組の充実

【特色ある教育活動】
(1) 小・中・高連携による英語コミュニケーション能力の育成～文部科学省指定「英語教育強化地域拠点事業」
(2) 地域や同窓会との連携～「由利中学校創立５０周年並びに由利中学校同窓会設立５０年記念事業」
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域や小学校との連携による体験活動の充実～総合的な学習「共に育ち 共に生きる」
「小中合同挨拶運動」
(2) 家庭や地域，同窓会との連携による学校行事の工夫～「ゆりの根教室」「キャリア講演会」「校内駅伝大会」

- 21 -

〒018-0602

西目中学校

由利本荘市西目町出戸字浜山6-107

TEL：33-2304

FAX：33-4199

校

長：佐

藤

教

頭：大

庭

和

広
了

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/nishime-jh/
E-mail：nisime-jh@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数：23名

教員数：17名

生徒数：166名

学級数： 8

【学校教育目標】
夢を力に 立志三訓

【これまでの主な業績と実績】
H24 文部科学省委託事業「確かな
学力の育成に係る実践的調査
研究」授業公開
H25.11.14 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H26 県中学校秋季サッカー大会優
勝，齋藤憲三・山﨑貞一奨励
賞銀賞
H27 県中学校サッカー大会優勝，
東北大会サッカー大会３位，
日本学生科学賞審査委員長賞

【研究主題】

「希望」 「友情」 「鍛練」

確かな学力の向上を図る学習指導の工夫
～「ゆさぶり」による主体的・協働的な学びを通して～

【経営の重点】
(1) 「希望」キャリア教育の推進
(2) 「友情」心の教育の推進
(3) 「鍛練」学力の向上と人材の育成
(4) 「コミュニティ・スクール」地域との連携の推進
(5) アクティブ・ラーニングの視点による授業改善等の研修の推進

【特色ある教育活動】
(1) 継続的な進路指導の実施による，進路意識の高揚 ～２年生徒による少年式の実施～
(2) 地域の中学生としての使命を担い，ふるさと西目に深く関わる活動 ～５日間の職場体験の実施～
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 「立志の学校」の精神を柱とした３年間を見通した計画的な「生き方指導」
(2) 地域とともにつくる職場体験活動や進路学習の計画的な「キャリア教育」

〒015-0801

鳥海中学校

由利本荘市鳥海町上川内字西野108

TEL:0184-57-2309

校

FAX:57-2875 教

長：佐々木
頭：小

嶋

克

也
裕

U R L ：http://www.city.yurihonj
o.akita.jp/edu/chokai-jh/
E-mail：chokai-jh@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数：21名

教員数：14名

生徒数：109名

学級数：5

【学校教育目標】

【これまでの主な業績と実績】
H23 女子卓球個人県総体優勝
女子卓球団体県総体第３位
H24 女子卓球個人県総体準優勝
H25 男子卓球全県３位
全国スキー大会女子ＧＳ出場
H26 男子卓球個人全国総体出場
女子卓球団体全国選抜出場
優良ＰＴＡ文科大臣表彰
H26.12.25 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 女子卓球部団体全国大会出場

たくましく
【研究主題】

心ゆたかに

未来を創る

自ら求めて学び，互いに高め合う生徒の育成

【経営の重点】
(1) 求めて学ぶ力の育成と学力の定着
(2) 温かさのある生徒指導
(3) 地域に学ぶ体験活動の推進
(4) 小中連携による教育課程の推進

【特色ある教育活動】
(1) 小中連携での学力向上指導・学校祭・避難訓練・読み聞かせ活動などの実施
(2) 全校生徒が認知症サポーターとなる認知症講習会の実施
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域介護福祉に関わる体験活動の充実 ～除雪ボランティアや認知症講習・高齢者施設訪問・職場体験～
(2) 高校や大学の学習の雰囲気を知る～高校博士号教諭の出前授業や県立大学の見学から～
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東由利中学校

〒015-0211
由利本荘市東由利老方字台山85 校
TEL：69-2410 FAX：69-2431
教

長：板

垣

直

俊

頭：阿

部

徳

之

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/higashiyuri-jh/
E-mail：higashiyuri-jh@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数：23名

【学校教育目標】
豊かな心をもち，自ら学び自ら行動するたくましい生徒の育成

【これまでの主な業績と実績】
H24 野球部 地区春季大会優勝
吹奏楽部 県大会金賞
陸上・スキー 東北大会出場
H25 吹奏楽部 中央地区大会金賞
スキー 東北大会出場
H26 吹奏楽部 県大会金賞
H26.12.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 新校舎完成
本荘由利駅伝競走大会 女子優勝
小・中合同駅伝大会実施

【研究主題】

生き生きと学ぶ心豊かな生徒の育成
～確かな学力をはぐくむ授業づくり～

【経営の重点】
(1) 新校舎を活用した教育活動の充実
(2) ＴＴの活用や思考力・判断力・表現力を高める授業づくりによる確かな
学力の向上
(3) コミュニティ・スクールを核とした保護者・地域との連携の推進

生徒数：53名

教員数：14名
学級数：4

【特色ある教育活動】
(1) 全校合唱を地域に届ける「出前合唱」活動
(2) 地域に開かれた「夜の学校」の実践
【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域で行うボランティア活動による人間関係形成能力の育成
(2) 郷土に生きる人々の生き方や考え方を学ぶふるさと学習（総合的な学習の時間など）

〒018-0722

大内中学校

由利本荘市中館字堤台6

TEL:0184-65-2105 FAX:65-3929

校

長：秋

山

教

頭：打

矢

正

毅
之

U R L ：http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/ouchi-jh/
E-mail：ouchi-jh@edu.city.yurihonjo.akita.jp

職員数：28名

教員数：18名

生徒数：173名

学級数：8

【学校教育目標】
心豊かにたくましく

【これまでの主な業績と実績】
H27 開校
H27.10.1 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ指定
H27 ガリレオ工房 Boss2015 優勝
斎藤憲三・山﨑貞一顕彰会銅賞
地区陸上総合準優勝
地区駅伝(男子）準優勝

【研究主題】

共に高まり合う生徒の育成

自立に向けた学びをめざして
～学びの環境の充実を通して～

【経営の重点】
(1) 一人一人の生徒に居場所があり，生徒が学校に来たいと思える学校づくり
(2) コミュニケーション能力の育成とキャリア教育の充実
(3) 「開かれた学校」を目指した，コミュニティー・スクールの推進
(4) 基本的な生活習慣の確立による心身の健康維持
【特色ある教育活動】
(1) 開校２年目における新たな校風の創造の推進
(2) 保護者や地域と協働する，安全で開かれた学校

【キャリア教育の視点を重視したふるさと教育の推進】
(1) 地域と連携した職場訪問・職場体験及び地域人材を活用した進路講話
(2) 長坂稲荷神社梵天祭りへの参加等，地域の伝統，文化，自然環境に学ぶふるさと学習
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